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テーブルマーク株式会社は、2015年秋の家庭用冷凍食品として、新商品10品、リニューアル品など19品

を９月１日より全国で発売します。カテゴリ毎の主な投入商品は、以下の通りです。 

 

■ 冷凍麺 ： さぬきうどんのブランド・品位を強化し、新商品３品、リニューアル品７品を発売 

テーブルマークの看板商品がさらに美味しくなりました。新商品の「さぬきうどん ５食」は、より強いコシ

と弾力を強化し、もちもちでなめらかな食感が加わりました。こだわりの大釜茹でと急速冷凍により、さぬ

きの味・美味しさをご賞味いただけます。 

 また、具付き麺として、「素材のこだわり 鍋焼うどん」と「スープが旨い 鶏そば」を発売します。鍋焼う

どんは、旨味きわだつ特製つゆ、国産小麦粉を使用したこだわりのうどんとこだわりの７種の素材で、さら

に美味しくなりました。鶏そばは、独自配合のゆで伸びしにくい麺が、濃厚でコクのある鶏白湯スープによ

く絡みあう商品です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーブルマーク最高峰のうどん「丹念仕込み 本場さぬきうどん３食」に、香川県産小麦粉“さぬきの夢

2009”を使用し、数量限定で発売します。うどん県として有名な香川県がさぬきうどんのために作った小麦

粉を使用することにより、よりコシのあるもちもちとした食感とツルツルとした食感を生み出します。こだわ

り抜いた原料と製法で作られた丹念仕込みは、美味しさと他にはない価値をお届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年秋の家庭用冷凍食品 

テーブルマークならではのこだわりの美味しさ 

新商品 10品、リニューアル品など 19品を９月１日より発売 

さぬきうどん５食 素材のこだわり 鍋焼うどん スープが旨い 鶏そば 

 

丹念仕込み 本場さぬきうどん３食 

（さぬきの夢2009使用） 



冷凍米飯 ： 和のごはんシリーズよりこだわりの新商品２品、朝食べる焼おにぎりシリーズよりリニュー

アル品２品を発売 

好評の和のごはんシリーズより「なると金時と鶏そぼろごはん」を期間限定で発売します。ほどよい甘

みとホクホクとした食感のなると金時と旨みのある鶏そぼろ、彩り豊かな具材とともに、見ためにも美味し

い１品です。 

さらに、新商品の「牛しぐれ煮とまいたけごはん」は、こしひかりを使用したごはんに、香り高い新潟県

産のまいたけと生姜をきかせて甘辛く味付けした牛しぐれ煮を組み合わせた、美味しい和のごはんです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

便利な個包装が好評の「朝食べる 鮭と野沢菜の焼おにぎり」と「朝食べる たらこと辛子高菜の焼おに

ぎり」をリニューアル発売します。直火で表面を焼くことで、香ばしさをプラスし、さらに美味しくなりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■ 冷凍パン ： 大人の朝食シリーズに栄養素をプラスした新商品１品、ベーカーズセレクトよりリニュー

アル品１品を発売 

厳選した素材を使用した、冷凍パン 大人の朝食シリーズより、チーズと角切りベーコンの香ばしい風

味が広がる「デニッシュブレッド ベーコン＆チーズ」を発売します。食物繊維とカルシウムを配合し、隠し

味にブラックペッパーを使用した大人の食事パンです。 

 

  朝食にもおやつにもピッタリなベーカーズセレクトより、クロワッサンを国内工場製造に変更しリニュー

アル発売します。発酵バターの風味と 24層のサクサクとした食感が特長のクロワッサンです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

和のごはん 

なると金時と鶏そぼろごはん 

和のごはん 

牛しぐれ煮とまいたけごはん 

朝食べる 鮭と野沢菜の焼おにぎり 朝食べる たらこと辛子高菜の焼おにぎり 

ベーカーズセレクト クロワッサン 



■ 弁当・食卓商品 ： 定番メニューからオリジナリティ溢れるメニューまで、新商品４品、リニューアル品

など９品を発売 

弁当商材は、お子様が大好きな味付けの「マヨソースチキン」や、特製ソースでごはんがすすむ「いかソ

ースカツ」の２品を発売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食卓商材は、いまどき和膳シリーズより、塩糀に漬け込んだやわらかくジューシーな国産鶏肉を塩だれ

で仕上げた「若鶏の塩糀焼き」、４種国産野菜と鶏そぼろをふんわり食感の豆腐で包んだ「国産野菜と鶏

そぼろの豆腐包み」の２品を発売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーブルマークは、「一番大切な人に食べてもらいたい」という想いのもと、付加価値のある商品

づくりを進めてまいります。 

マヨソースチキン いかソースカツ 

いまどき和膳 

若鶏の塩糀焼き 

いまどき和膳 

国産野菜と鶏そぼろの豆腐包み 



商品個別の詳細につきましては、以下を御参照ください。 

 

【新商品 10品】 
カテゴリ 商品名 商品特長 容量 調理方法 

冷凍麺 さぬきうどん５食 強いコシと弾力が特長のさぬきうどん５食に、当社独自

の配合と技術で、もちもちでなめらかな食感が加わりま

した。かけうどんから、ざる、お鍋のシメなど、さまざま

な用途に適した、こだわりのさぬきうどんです。 

 

５食入（900g） 電子レンジ 

鍋調理 

冷凍麺 素材のこだわり 鍋焼うどん 国産小麦粉使用のさぬきうどんと、こだわりの７種素材

が美味しい、満足感たっぷりの鍋焼うどんです。特製つ

ゆには酵母エキスを使用しており、総合的に美味しさを

アップさせています。 

 

１食入（300g） 鍋調理 

冷凍麺 スープが旨い 鶏そば 

 

濃厚な鶏白湯スープが美味しい鶏そばです。もっちりと

した麺はゆで伸びしにくく、コクのあるスープがよく絡み

ます。具材は鶏チャーシュー、ほうれん草、メンマ、九条

種ねぎが入っています。 

 

１食入(255ｇ) 鍋調理 

冷凍米飯 和のごはん 

なると金時と鶏そぼろごはん 

期間限定品です。 

ふっくら炊き上げた国産こしひかりに、秋の味覚「なると

金時」と彩り豊かな具材を合わせました。やさしい味付

けで、なると金時の自然な甘さが引き立ちます。見ため

にも美しい季節感あふれる和のごはんです。 

400ｇ 電子レンジ 

冷凍米飯 和のごはん 

牛しぐれ煮とまいたけごはん 

ふっくら炊き上げた国産こしひかりに、生姜を効かせて

甘辛く味付けした牛しぐれ煮とまいたけを合わせまし

た。旨みあふれる牛しぐれ煮と香り高いまいたけの組み

合わせが美味しい和のごはんです。 

 

400ｇ 電子レンジ 

フライパン 

冷凍パン 大人の朝食 

デニッシュブレッド 

ベーコン＆チーズ 

角切りベーコン・ナチュラルチーズ・プロセスチーズを使

用し、隠し味にブラックペッパーを使用した大人の食事

パンです。口の中に、チーズとベーコンの香ばしい風味

が広がり、デニッシュのサクッとした軽い食感と、歯切れ

の良さが特長です。 

３個入 

 

オーブントースター 

オーブン 

自然解凍 

お弁当 マヨソースチキン 

 

国産若鶏をパセリ入りの衣で包み、ふんわりと揚げまし

た。まろやかでコクのあるマヨネーズ風ソースにはケチ

ャップや練乳を配合しています。お子様が大好きな味付

けのマヨソースチキンです。 

 

６個入（120ｇ） 自然解凍 

電子レンジ 

お弁当 いかソースカツ やわらかく身厚ないかを衣に包んで揚げ、ソースにくぐ

らせました。青森県産りんご果汁を使用した特製ソース

は、ごはんによく合う味付けです。自然解凍にも対応し、

お弁当にも適しています。 

 

５個入（120ｇ） 自然解凍 

電子レンジ 



食卓 いまどき和膳 

若鶏の塩糀焼き 

 

塩糀に漬けこんだ国産若鶏のむね肉を、過熱水蒸気オ

ーブンでこんがりジューシーに焼き上げ、赤穂の天塩を

使用した塩だれをかけました。一枚肉だからこそ味わえ

る鶏肉本来の食感や味わいを楽しめる一品です。 

 

４個入（108ｇ） 電子レンジ 

食卓 いまどき和膳 

国産野菜と鶏そぼろの豆腐包み 

 

九州産大豆「フクユタカ」を使用した豆腐とすりみででき

たふんわりやわらかな生地で、甘辛く味付けした国産４

種野菜と鶏そぼろあんを包みました。だし香る和風たれ

が素材の味を引き立てます。 

 

４個入（120ｇ） 電子レンジ 

 
 
 
 
 
【リニューアル品など 19品】 
カテゴリ 商品名 リニューアルのポイントなど 容量 調理方法 

冷凍麺 さぬきうどん３食 

 

強いコシと弾力の中にもっちりとした食感を加え、包丁切

りで丁寧に切出し、大釜で茹で上げました。かけや煮込

みに適したうどんです。 

 

 

３食入（600g） 電子レンジ 

鍋調理 

冷凍麺 丹念仕込み 

本場さぬきうどん３食 

(さぬきの夢2009使用) 

 

数量限定品です。 

太麺乱切りの、もちもちとした食感とツルツルした食感、 

強いコシと弾力が特長のうどんです。さぬきうどんのた

めに開発した、専用の小麦粉“さぬきの夢”を使用してい

ます。 

３食入（600g） 電子レンジ 

鍋調理 

冷凍麺 麺棒一番 

かけそば 

 

そばの風味と香りを味わえる、ゆでのびしにくいそばと、

かつおと昆布、椎茸の風味を生かした特製のかつおだし

つゆがついています。個食ニーズや高齢者層にも人気

のロングセラー商品です。 

 

１食入（195g） 電子レンジ 

鍋調理 

冷凍麺 讃岐麺一番 

肉うどん 

 

甘辛く煮込んだやわらかな牛肉の旨味とたまねぎの甘味

が、味わい深い特製つゆに溶け込みます。コシのあるう

どんとの相性は抜群です。 

 

 

１食入（338g） 電子レンジ 

鍋調理 

冷凍麺 讃岐麺一番 

きつねうどん 

 

甘くてジューシーなお揚げが２枚入になりました。斜め切

りの国産九条種ねぎを加えることで、彩りとしゃきしゃき

感が楽しめます。 

 

 

１食入（283ｇ） 電子レンジ 

鍋調理 



冷凍麺 讃岐麺一番 

カレーうどん 

 

牛肉を増量し、玉ねぎを追加したことで、具材感と甘味が

アップしました。煮込んでおいしいカレーのコクと香りを

楽しめます。 

 

 

１食入（305ｇ） 鍋調理 

冷凍麺 かぼちゃほうとう  

 

山梨県の郷土料理「ほうとう」の美味しさを、ご家庭でお

楽しみいただける商品です。ほっくりした国産かぼちゃが

つゆに程よく溶け込こみ、ほうとう特有の太くて、もちもち

した食感の平打ち麺との相性が良い商品です。 

 

１食入（370ｇ） 鍋調理 

冷凍米飯 朝食べる 

鮭と野沢菜の焼おにぎり 

おにぎりの人気具材「鮭」、「野沢菜」、「油揚げ」が入った

具材感のある焼おにぎりです。直火焼きでこんがり香ば

しく仕上げました。 

 

 

３個入（270ｇ） 電子レンジ 

冷凍米飯 朝食べる 

たらこと辛子高菜の焼おにぎり 

おにぎりの人気具材「たらこ」と「辛子高菜」が入った具材

感のある焼おにぎりです。直火焼きでこんがり香ばしく仕

上げました。 

 

 

３個入（270ｇ） 電子レンジ 

冷凍パン ベーカーズセレクト 

クロワッサン 

バター入りのコンパウンドマーガリンを使用し、風味やコ

クを残しました。サクサクとした食感と口どけの良さが特

長のクロワッサンを国内工場で製造しました。 

 

 

５個入 オーブントースター 

オーブン 

自然解凍 

お弁当 中華ミニ春巻 歯切れのよい皮でとろ～りこくうま、特製五目あんを包み

ました。具材は豚肉、たけのこ、キャベツ、にんじん、しい

たけの５種素材です。冷めても美味しいお弁当にピッタリ

の一品です。 

 

６本入（150ｇ） 自然解凍 

電子レンジ 

お弁当 新鮮卵のふっくらオムレツ テーブルマークお弁当商材売上No.１のオムレツの美味

しさはそのままに、カルシウム入りにリニューアルしまし

た。お弁当でも、朝食でも、美味しくカルシウム摂取がで

きるオムレツです。 

 

４個入（140ｇ） 電子レンジ 

お弁当 

 

チキンスティック 

甘辛しょうゆ味 

 

国産若鶏のむね肉を使用した、食べやすい形状のチキ

ンスティックです。北海道産丸大豆醤油を使用した、風味

良い甘辛味のしょうゆたれが特長です。 

 

 

６個入（120ｇ） 自然解凍 

電子レンジ 

お弁当 豚肉の甘辛焼き 

黒糖入りしょうゆたれ 

 

肉の食感が感じられる粗挽きの豚肉をこんがりと焼き上

げました。北海道産丸大豆醤油を使用した、黒糖入りの

コクのあるしょうゆたれがごはんとよく合います。 

 

 

５個入（100ｇ） 自然解凍 

電子レンジ 



お弁当 サクうまっ！牛肉コロッケ 季節限定品です。 

北海道産の新じゃがいもを使用しています。中はホクホ

ク、衣はサクサクの牛肉コロッケです。旨みと甘みが広

がる飽きのこない味付けが特長です。 

 

６個入（162ｇ） 自然解凍 

電子レンジ 

お弁当 北海道栗かぼちゃコロッケ 季節限定品です。 

北海道産の旬の栗かぼちゃを使用しています。ホクホク

の栗かぼちゃの自然な風味と甘みにサクサク衣が美味

しいコロッケです。かぼちゃの煮付け風の味付けがごは

んによく合います。 

６個入（168ｇ） 自然解凍 

電子レンジ 

お弁当 おさつちゃん 季節限定品です。 

国産の旬のさつまいもを使用しています。さつまいもの

まろやかな甘みを活かしたスイーツポテト風のひとくちフ

ライです。輪切りのさつまいもをイメージしたかわいい形

が特長です。 

６個入（108ｇ） 自然解凍 

電子レンジ 

食卓 

 

いまどき和膳 

あじの竜田揚げ あまからたれ 

ふっくら身厚なあじと、ごはんがすすむ甘辛たれの組み

合わせが、お弁当・食卓・おつまみなど様々なシーンで

お楽しみいただけます。 

 

 

４個入（92ｇ） 電子レンジ 

食卓 

 

いまどき和膳 

かぼちゃの重ね揚げ 

 

スライスかぼちゃとペーストかぼちゃで鶏そぼろあんを

はさんで、からっと揚げました。手間ひまかけて丁寧に仕

上げたロングセラー商品です。 

 

 

４個入（120ｇ） 電子レンジ 

 
 

 

■ お客様からの商品に関する問い合わせ先 

テーブルマーク株式会社 お客様相談センター 0120－087－578 

＜ホームページアドレス＞ http://www.tablemark.co.jp/ 

 

 

※ 本資料は東商記者クラブに配布しています。 

※ 本資料に記載されている情報は発表日現在のものです。時間の経過等により内容が予告なしに変わる可能性があ

りますのでご了承ください。 

http://www.tablemark.co.jp/

